
　平成２４年度は、ロンドンオリンピックで日本が過去最多の３８個のメダル獲得、９３２年

ぶりに日本の広範囲で観測された金環日食、東京スカイツリーの開業、京都大学山中教授のノ

ーベル医学生理学賞受賞等の金字塔が打ち建てられるなど、昨年１年間の世相をあらわす漢字

として「金」が選ばれた背景がうかがえる。

　浄化槽関連では、昨年に引き続き東日本大震災後の復興に向けた被災地のインフラ整備が加

速されるなか、「地域にやさしく、災害に強い浄化槽」が生活排水処理施設としての一役を担

い社会の期待を集めた。

　このような状況の中、当協会では、今後発生が予測される南海地震等の大規模災害に備え、

被災地域の浄化槽の機能維持及び生活環境の保全を図るため、愛媛県並びに全浄連四国支部会

員との災害協力協定の締結を行った。

　一方、事業関係では、適正施工を推進するため「浄化槽施工管理技術講習会」を開催すると

ともに、愛媛県浄化槽取扱指導要綱に基づく浄化槽技術者登録の更新を行い、浄化槽技術者登

録名簿を作成、会員及び関係各機関に配布し、浄化槽技術者の社会的地位の向上に努めた。

　法定検査事業においては、関係行政機関との連係を図り未受検者対策を強化し、１１条検査

基数の拡大に努めた。また、不適正等の改善を図るため、検査後速やかに「不適正浄化槽の改

善報告書」（Ｈ２４年９月適用）及び「法定検査に係る連絡票」（Ｈ２４年１０月施行）を直

接関係業者（会員）に送付することとした。

　その他、平成２４年度事業計画に基づき実施した事業は、次のとおりである。

Ⅰ　事　業

〔公益目的事業〕

１.　浄化槽法第７条・１１条に基づく検査事業（公 １）

　　（１）浄化槽法第７条・１１条に基づく検査

　　　　　　｢第五次法定検査実施５ヶ年計画｣の３年目に当たる今年度は、検査員２５名体制

　　　　　　で７条検査３，０１０基、１１条検査５０，３８０基の計５３，３９０基を実施

　　　　　　し、計画基数５３，０００基を３９０基上回る結果となった。

　　　＜平成２０年度～平成２４年度　実績＞

年度

　7条

 11条

計

検査員数

　　（２）維持管理（保守点検・清掃・法定検査）に係る一括契約

　　　　　　法定検査受検率の向上を図るため、平成１５年度から開始している、保守点検・

　　　　　　清掃・法定検査を浄化槽管理者と一括して契約する「一括契約」により７条検査

　　　　　　３０２基、１１条検査２，０７９基の計２，３８１基を締結した。
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平成２４年度　事業報告



（内　訳）

   67 　713

  111   852

    6 　345

  118   169 (備考)愛南町は、保守点検

  302 2,079 　　・法定検査の一括契約。

　　（３）１１条検査未受検者への指導

　　　　　　「浄化槽電子台帳」のデータ更新を１ヶ月ごとに行い、保健所・市町へ提供する

　　　　　　とともに、１１条検査未受検者への指導・ＰＲを保健所・市町等と連携し、新た

　　　　　　に６３１基の１１条検査を実施した。

　　（４）不適正浄化槽の早期改善への取り組み

　　　　　　法定検査の結果、不適正等と判定された浄化槽の早期改善を図るため、該当会員

　　　　　　に対し、検査後速やかに改善報告書及び法定検査に係る連絡票を送付することと

　　　　　　した。一方、検査対策委員会においては、改善指導の検討や処理を行うとともに、

　　　　　　設置者等に起因する不適正浄化槽については、保健所及び浄化槽法に係る事務権

　　　　　　限移譲実施市町に改善指導を要請した。

　　（５）各種研修会への参加

　　　　　　「四国地区協議会検査員研修会」、｢九州地区浄化槽検査員研修会｣及び「全国浄

　　　　　　化槽技術研究集会」等へ参加し、検査員の技術向上並びに専門的知識の習得に努

　　　　　　めた。

２.　浄化槽の普及及び浄化槽工事・維持管理の適正化事業（公 ２）

　　（１）浄化槽の普及

　　　　　１）次世代を担う子供たちに対する環境学習の一環として四国中央市で開催された

　　　　　　　「働く人に学ぶ講座」に参加・協力を行った。

　　　　　２）支部が主催・協賛する浄化槽普及啓発事業（延べ９事業）に助成金を交付し、

　　　　　　　支部活動の推進に協力した。

支部

新居浜

 浄化槽への転換促進チラシ作成・配付

 ｢かわらぬ愛きくま2013」

 松山市環境月間｢第44回浄化槽実態調査｣

 松山市「みんなの生活展2012」

 松山市「小野地区文化祭」

平成24年 6月26日(火)

合　計

備考

(事業開始日)

H15. 4. 1

松前町 　　　963

H16. 6.15

H22.10. 1

合　計

 松山市堀江町「第45回浄化槽実態調査」

今治

平成25年 1月20日(日)

松山

平成25年 1月15日(火)

 新居浜市政75周年事業｢にいはま環境広場｣平成24年11月18日(日)

開　催　日

愛南町 　　　287

事　業　名

伊予市 　　　780

対象地区 7条

久万高原町 　　　351

平成24年 7月15日(日)

11条

H16.10. 1

平成24年 8月25日(土)  ｢第2回まるゴチ！海のレストラン｣

平成24年10月20日(土)･21日(日)

平成24年 9月28日(金)

 ｢第1回まるゴチ！海のレストラン｣

　　2,381

平成24年11月 4日(日)

宇和島



　　（２）浄化槽機能保証制度事業

　　　　　　浄化槽に対する信頼と安心・安全の確保を目的に、(社)全国浄化槽団体連合会で

　　　　　　制度化された｢浄化槽機能保証制度事業｣を推進(登録：１，９９５基）した。

　　　　　　＜平成２２年度～平成２４年度　実績＞

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

H24 150 57 199 153 854 162 64 64 292 1,995

H23 154 64 220 171 838 154 58 70 415 2,144

H22 154 57 229 150 822 154 70 70 279 1,985

　　（３）浄化槽設置届出等の事前指導

　　　　　　「愛媛県浄化槽取扱指導要綱」に基づき、県下９支部において浄化槽設置計画・

　　　　　　届出書の事前指導（２，８８１基）を行うとともに、浄化槽管理者(設置者等)に

　　　　　　対し浄化槽設置届済証、点検記録用ファイル、リーフレットの配布により維持管

　　　　　　理の重要性を周知した。

　　　　　　＜平成２２年度～平成２４年度　実績＞

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

H24 210 259 258 219 1,226 183 66 74 386 2,881

H23 205 276 258 238 1,262 190 78 92 448 3,047

H22 227 255 294 230 1,302 187 94 80 428 3,097

〔収益事業〕

３.　行政及び浄化槽関連機関からの業務受託事業

 　愛媛県及び松山市等の委託事業を受託し、自主管理機能の体制整備、適正な施工・維持管理

 　の推進、法定検査の円滑な実施に努めた。

　　（１）愛媛県及び松山市からの業務受託

　　　　　＜愛媛県＞

　　　　　　　・浄化槽登録業者指導事業（事前指導：工事業　９社、保守点検　１３０社）

　　　　　＜松山市＞

　　　　　　　・浄化槽保守点検業者登録等指導事業（事前指導：４９社）

　　（２）松山市からの業務受託「浄化槽設置整備事業に係る現地確認業務」

　　　　　１）みなし浄化槽等からの転換の事前状況（２０９基）

　　　　　２）浄化槽の据付工事状況（６４９基）

　　　　　３）設置後の機能等の状況（６４９基）

　　（３）(公財)日本環境整備教育センターからの業務受託

　　　　　　　・全浄協登録浄化槽実地調査（１０基）

　　　　　　　　　（上期分）㈱ダイキアクシス　４基

　　　　　　　　　（下期分）日本ゼオン㈱　３基、アムズ㈱　２基、㈱ハウステック　１基



〔その他の事業〕

４.　浄化槽事業者の把握、指導育成及び関係機関との連携等事業

　　（１）講習会・研修会の開催

　　　　　１）性能評価型浄化槽の施工管理に対応した「浄化槽施工管理技術講習会」[主催：

　　　　　　　(公財)日本環境整備教育センター]を平成２４年１１月６日(火)松山市で開催

　　　　　　　(受講者：会員１１９名　会員外７名)した。　　　　　　

　　　　　　　なお、受講を奨励するため、会員受講者に対し助成（８，２００円／人）を行

　　　　　　　った。

　　　　　　　〔講習内容〕

　　　　　　　　①浄化槽行政と浄化槽整備事業　　②性能評価型(小型)浄化槽の種類と特徴

　　　　　　　　③浄化槽工事と安全管理　　　　　④浄化槽工事に適用可能な施工技術

　　　　　　　　⑤みなし（単独処理）浄化槽の活用事例

　　　　　２）「浄化槽におけるトラブル(施工・保守点検・清掃)及び対処方法」及び「法定

　　　　　　　検査における指摘事項と改善方法」をテーマとした「浄化槽技術研修会」を平

　　　　　　　成２５年２月２６日(火)松山市で開催(参加者：２１７名)した。　　　　　　

　　　　　３）支部が主催・協賛する「支部実施研修会」に助成金を交付（４支部）した。

支部 参加者数

西　条  モアコンパクト型浄化槽の構造等について   50名

今　治   44名

西　予   30名

宇和島   40名

　　　　　４）先進県における浄化槽普及啓発事業への取り組み、浄化槽専門機関としての調

　　　　　　　査研究、法定検査の実施率向上施策等を研究するため、(社)鹿児島県環境保全

　　　　　　　協会、(公財)鹿児島県環境検査センターにおいて、役員研修を実施（平成２４

　　　　　　　年１０月２３日）した。

　　　　　５）支部役員の健康増進、当協会の組織運営強化及び事業活動の推進を図るため、

　　　　　　　本部及び支部役員を対象とした研修会を平成２４年７月１２日に松山市で開催

　　　　　　　(参加者　７３名)した。

　　（２）浄化槽技術者登録の更新

　　　　　　愛媛県浄化槽取扱指導要綱に基づく浄化槽技術者の登録更新（５年毎）を行い、

　　　　　　各技術者に登録証を交付するとともに、「浄化槽技術者登録名簿」を作成し、関

　　　　　　係行政機関・関係団体に配布した。

　　　　　　　・設備士　６６６名　　・管理士　７５１名　　・清掃技術者　１５７名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　１，２６４名

開　催　日

 モアコンパクト型浄化槽の維持管理について　他

研　修　内　容

平成25年 1月25日(金)

平成24年11月22日(木)

平成24年 9月28日(金)

平成24年 9月 8日(土)  ＰＣ板を使用した浄化槽工事の適正施工について

 大型槽の構造・機能、維持管理について 他



　　（３）関係行政機関及び関係団体との連携

　　　　　１）今後の発生が予測される南海地震等の大規模災害に備え、愛媛県並びに全浄連

　　　　　　　四国支部会員との災害協力協定を締結した。

　　　　　　①愛媛県との「災害時における浄化槽の点検・復旧等に関する協力協定」

　　　　　　　　○締 結 日　平成２５年２月６日（水）

　　　　　　　　○場　　所　県庁本館　3Ｆ　知事会議室

　　　　　　　　○業務内容　・浄化槽の緊急点検及び実態調査に関すること。

　　　　　　　　　　　　　　・浄化槽の備品交換及び補修工事等、応急復旧等に係わる協会

　　　　　　　　　　　　　　　会員の斡旋

　　　　　　　　　　　　　　・前２号に掲げるもののほか、浄化槽点検・復旧に関する必要

　　　　　　　　　　　　　　　な業務

　　　　　　②全浄連四国支部会員との「災害時における相互応援協定書」

　　　　　　　　○締 結 日　平成２４年１０月１６日（火）

　　　　　　　　○場　　所　宮城県仙台市

　　　　　　　　○応援内容　・車両及び器具等の提供　　　・情報収集業務

　　　　　　　　　　　　　　・職員等の派遣　　　　　　　・その他特に要請のあった業務

　　　　　　　　　　　　　　・水質分析業務等の代行

　　　　　２）「浄化槽業務推進連絡会」（浄化槽設置整備事業・市町村整備推進事業実施市

　　　　　　　町が参加）を東・中・南予で開催し、補助基数の拡大及び維持管理補助制度等

　　　　　　　の創設を要請するとともに、適正な施工・維持管理及び未受検者指導等を含め

　　　　　　　た円滑な法定検査の実施に向け、情報交換を行った。

　　　　　３）(社)全国浄化槽団体連合会、全浄連四国支部、指定検査機関四国地区協議会及

　　　　　　　び浄化槽関連団体との連携を深め事業の円滑な推進を図った。

　　（４）｢浄化槽基礎工事指導基準」の策定

　　　　　　浄化槽工事（補助事業含む）における基礎工事について、ＰＣ板等の使用を含め

　　　　　　た協会としての｢浄化槽基礎工事指導基準｣（平成２４年８月１日適用）を策定し、

　　　　　　適正施工の推進に努めた。

　　（５）浄化槽に関する情報の収集、提供

　　　　　１）浄化槽に係る行政や業界の動き、他県の活動状況等の情報を会員及び行政機関

　　　　　　　に伝えるため、機関誌「えひめの浄化そう」の発刊（８月、３月発刊）及び「

　　　　　　　全浄連ニュース」（年４回）を配布した。

　　　　　２）ホームページを通じて広く一般に対し、浄化槽の構造・機能等への理解及び協

　　　　　　　会の組織・活動状況のＰＲを行った。

　　（６）水環境保全に係るボランティア活動

 五色浜公園  公園内のゴミ収集及び清掃

 尻無川  河川のゴミ収集及び除草

 森の交流センター  落ち葉掃き・敷地内清掃等 職員：13名

参加者

12/15（土）

 7/15（日）

実施日 活動場所

 7/29（日） 新居浜支部会員：16名

内　　容

松山支部会員等：23名



〔管理部門〕

５.　総会・理事会等に関する事項

　　 　円滑な組織運営、事業遂行の決定を行うため、各種法令・定款等で定めるところにより、

　　 総会・理事会等を開催した。

平成24年 1.平成23年度事業報告及び収支決算について

6月1日 2.役員の改選について　他

平成24年 平成23年度業務・会計監査

4月26日 1.事業報告

2.検査実績報告

3.財務諸表

平成24年
1.平成23年度事業報告及び収支決算について

5月9日
2.第2回通常総会の招集手続き等について

3.第2回通常総会の運営について　他

第 7 回
1.第2回通常総会の運営について

1.会長、副会長、常任理事の選定及び会長の職務代行(副会

　長)の順序について

2.支部長の承認について　他

1.（公財）日本環境整備教育センター主催「浄化槽施工管

　理技術講習会」について

2.先進県の役員研修について　他

1.事務組織規程の一部改正（部の新設）について

2.職員給与規程の一部改正について　他

平成25年
1.新規入会の承認について

3月22日
2.平成25年度事業計画・収支予算・資金調達及び設備投資

　の見込み（案）について　他

平成24年 1.支部役員研修会について

6月20日 2.先進県役員研修について

1.平成25年度職員採用計画について

2.事務組織規程の一部改正(部の新設)について　他

1.各種講習会実施に係るアンケート調査結果について

2.平成25年度事業計画に係る新規事業について　他

Ⅱ　公益認定法人としての組織整備

　１．公益認定法人としての組織運営

　　　　公益認定法人として、各種法令（公益法人認定法等）を基本とする組織運営を図るた

　　　め、各種セミナーに参加するとともに、他の公益認定法人との情報交換を行った。

　２．事務局の体制整備

　　　　将来に向けた新規事業の企画導入や責任体制の明確化を図り、円滑に事業を推進する

　　　ため、Ｈ２５年４月１日から「総務部」と「事業部」を設置することとした。

　３．労働衛生管理体制の整備

　　　　職員が常時５０人を超える事業所となったことから、労働安全衛生法に基づく「安全

　　　衛生管理規程」（平成２５年４月１日施行）を策定するとともに、産業医を選任し労働

　　　衛生管理体制の整備を行った。
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